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年　月 物　　　件　　　名 素　材 場　所　　 内　容 数　量

H27.12 東京建物町田ビル 御影石 内・外部　床 洗浄・シミ抜き+コート 100㎡

ウィン五反田ビル 御影石 内・外部　床 洗浄・シミ抜き+コート 180㎡

東京建物室町ビル 御影石 外部　床 洗浄 90㎡

ソフィア町田大規模改修工事 御影石 外部　壁 補修 3箇所

ＩＢＳ(ベトナム）製品 製品 シミ抜き剤 1000㍑

ラルフローレン表参道店 御影石 外部　壁 落書き除去 22枚

塩崎壮改修増築（新築部）工事 御影石 内部　壁 補修・加工 3枚

銀座ヨネイビルディング改修工事 大理石 内部　腰壁 研磨・補修 20㎡

プラウド鹿野三丁目 御影石 外部　床 洗浄 200㎡

H27.11 株式会社図研本社ビル 御影石・大理石 内・外部　床・壁 洗浄・シミ抜き・補修 5箇所

東京建物第3室町ビル 御影石 外部　床 洗浄・シミ抜き 85㎡

新宿ファーストウエストビル 大理石 内部　壁 補修・加工 100㎡

俣野別邸改修工事 テラゾ 内部　床 研ぎ出し 1箇所

浜田山住宅 ぬり壁 外部　壁 洗浄+コート 270㎡

ワールドシティタワーズ 御影石 外部　水景 洗浄+コート 1箇所

パークタワーグランスカイ 御影石 外部　腰壁 張り替え 2箇所

H27.10 パークタワーグランスカイ タイル 外部　壁 補修・張り替え 2箇所

プロロジスパーク市川Ⅰ 御影石 内・外部　床 洗浄・シミ抜き+コート 70㎡

廣建ニューリバービルディング 御影石 外部　床 洗浄・シミ抜き 25㎡

ＺＥＬＥ東川口 大理石 内部　カウンター 補修 1式

逗子Ｙ邸リゾート計画（与五沢邸増築） 御影石 内・外部　床・壁 洗浄 60㎡

新柏クリニック新築計画 タイル 外・内部　壁 洗浄 2000㎡

東京楽天地浅草再開発計画 タイル 内部　床 洗浄+防滑処理 200㎡

（仮称）西松建設㈱蕨社宅独身寮建替計画工事 タイル 外部　壁　 洗浄 1200㎡

H27.9 みなとみらい　公園 テラゾ 外部　ベンチ 研ぎ出し+コート 3基

ヴェール池田山 大理石 内部　浴室 研磨・シミ抜き+コート 1式

東京建物第3室町ビル 御影石・大理石 内部　床・壁 洗浄・シミ抜き 180㎡

愛宕フォレストタワー3005号室 テラゾ 内部　カウンター 研磨・シミ抜き 2箇所

新小山市民病院新築工事 御影石・タイル 内部　床 洗浄 500㎡

ららぽーと富士見　アベダ タイル 内部　床 洗浄 45㎡

赤羽台外壁改修工事 タイル 外部　壁 洗浄 350㎡

H27.8 東京ビックサイト東側仮設展示場の建設事業 タイル 外部　床 洗浄 70㎡

座間霊園[天空の郷] 御影石　 外部　墓石 洗浄 1基

（仮称）東京歯科大学水道橋校舎　本館西棟建設工事 大理石 内部　床 洗浄 1式

RIMOWA Ｓｔｏｒｅ　横浜元町 大理石 内部　床 シミ抜き 50㎡

神宮前3丁目ビル 御影石 内・外部　床 洗浄 100㎡

東京ミッドタウンイースト棟 ライムストーン 外部　壁 洗浄+コート 254㎡

株式会社佐藤渡辺ビル 御影石 外部　床 洗浄 150㎡

白金台ホームズ 御影石 内・外部　床 洗浄・シミ抜き+コート 75㎡

H27.7 （仮称）船橋市保健福祉センター新築工事 タイル 内・外部　床・壁 洗浄 2500㎡

代々木上原の家新築工事 ライムストーン 内部　壁 コート 70㎡

小林ビル新築工事 タイル　 外部　壁 洗浄 150㎡

ヴィタイタリア　サンビル タイル 外部　床 ペンキ除去 1式

愛宕フォレストタワー　2804号室 人造大理石 内部　カウンター 研磨・シミ抜き 1式

中目黒デザインハウス 人造大理石 内部　カウンター 研磨・シミ抜き 1式

パークスクエア相模大野タワー＆レジデンス　2-823 大理石 内部　床　 シミ抜き 1戸

座間霊園[天空の郷] 御影石 外部　墓石 洗浄 2基

西村　様邸 大理石 内部　壁 研磨・シミ抜き+コート 1戸

東京ミッドタウンイースト棟 ライムストーン 外部　壁 研磨 254㎡

ワールドシティタワーズC2-4006号室 大理石 洗面台 研磨・補修 1戸

セントラルレジデンス西早稲田 御影石　 内部　床 洗浄・シミ抜き+コート 1基

H27.6 介護付き有料老人ホーム彩の風船橋 タイル 内・外部　床 洗浄 300㎡

成城6丁目の家新築工事 タイル 外部　床 目地 1式

東京ガス立川ビル 御影石 外部　床 洗浄 350㎡

アデニウム菊名 御影石　 内部　床 シミ抜き 1式
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大日本印刷市谷工場整備計画建設工事（A工区） 御影石 外部　床 洗浄 600㎡

米野様邸 大理石 内部　床 シミ抜き 1式

パークハウス等々力E棟206号室　内装改修工事 大理石 内部　カウンター 研磨・シミ抜き 1式

東京日本橋シティタワー 大理石　 内部　床 研磨・シミ抜き 3戸

H27.5 日世東松山新工場新築工事 タイル・ピンコロ 内・外部　床 洗浄 400㎡

（仮称）箱根数寄屋棟新築工事 御影石 内・外部　床 洗浄・シミ抜き 1式

（仮称）日立総合経営研究所我孫子研修所本館建替工事 タイル 内部　床 洗浄 150㎡

UDトラックス本社ビル タイル 内・外部　床 洗浄 1070㎡

W-HOUSE-Ⅱ コンクリート 外部　壁 カラーコート 25㎡

桜館 御影石・タイル 外部　床 洗浄・シミ抜き+コート 56㎡

H27.4 （仮称）南荻窪T邸新築工事 御影石 内部　床・巾木 洗浄・補修 1式

小津本社ビル 御影石 内部　床 洗浄 100㎡

パークタワーグランスカイ 擬石 外部　柱 補修 2箇所

東京ミッドタウン　プラザ床（第6期） 御影石 外部　床 洗浄+コート 965㎡

(仮称）足利銀行行田支店新築工事 タイル 内・外部　床 洗浄 100㎡

H27.3 江戸橋ビル1階犬走り洗浄工事 御影石 外部　床 洗浄・シミ抜き 5㎡

ダビンチビル１階犬走り洗浄工事 御影石 外部　床 洗浄・シミ抜き 15㎡

テツゲンビル改修工事 御影石 外部　床 洗浄・シミ抜き 150㎡

W-HOUSE-Ⅱ コンクリート 外部　壁 ビシャン+コート 25㎡

ソフィア町田大規模改修工事 御影石 外部　壁 補修 4箇所

アセット本社ビル1階犬走り洗浄工事 御影石 内・外部　床 洗浄・シミ抜き 150㎡

ワールドシティタワーズ 御影石 水景 洗浄+コート 1式

東京建物青山ビル 御影石・大理石 内部　壁・床 研磨・シミ抜き 7箇所

東京ミッドタウン　プラザ床（第4期） 御影石 内部　床 洗浄+コート 990㎡

東京ミッドタウン　プラザ床（第5期） 御影石 内部　床 洗浄+コート 1550㎡

製品評価生物遺伝資源長期保存施設（H26)建築工事 タイル 外部　床 洗浄 50㎡

H27.2 東京ミッドタウン　プラザ床（第2期） 御影石 内部　床 洗浄+コート 1323㎡

東京ミッドタウン　プラザ床（第3期） 御影石 内部　床 洗浄+コート 1260㎡

（仮称）東京トヨタ自動車㈱新宿増築工事（タイル工事） タイル 内・外部　床 洗浄 1000㎡

（仮称）東京トヨタ自動車㈱新宿増築工事（石工事） 御影石 外部　壁 コート 65㎡

遠藤ビル 御影石 内部　床 洗浄・シミ抜き 25㎡

ホテルシーサイドオーツカ 御影石・タイル 浴室　壁・床 洗浄 2箇所

鷹之台カンツリー倶楽部増築・改修工事（石工事） 御影石・タイル 内部　床　浴室 洗浄・シミ抜き 200㎡

（仮称）リーファレジデンス愛甲石田計画新築工事 タイル 内部　床 洗浄 60㎡

グットマン市川新築工事 タイル 内・外部　床 洗浄 600㎡

H27.1 東京ミッドタウン　プラザ床（第1期） 御影石 内部　床 洗浄+コート 1130㎡

ヴァンテアン神楽坂 タイル 外部　床 張替 1式

コスモリヴェール祐天寺Ⅱ 御影石 内部　床 洗浄・シミ抜き 40㎡

（仮称）レリア東向島Ⅱ新築工事 タイル 外部　壁 洗浄 2000㎡

春秋苑　青蓮堂建替工事 タイル　 外部　壁 洗浄 350㎡

田端アパートメンツ12号棟建替工事 タイル 外部　壁 洗浄 800㎡

三菱倉庫本社ビル 大理石 内部　壁 補修 1式

H26.12 佐藤製薬（仮称）奥沢ゲストハウス タイル 外部　壁 洗い 250㎡

大王興業松戸店新築工事 タイル　 内部　床 洗い 1360㎡

戸田市庁舎耐震改修等建築工事 タイル　 内部　壁・床 洗い 360㎡

ノイバイ国際空港第2旅客ターミナルビル新築工事 御影石 内部　床 シミ抜き 材料販売

（仮称）箱根数奇屋棟新築工事 御影石 内部　床 補修 1式

H26.11 恵比寿ガーデンプレイス 大理石 内部　床 研磨 6基

ノイバイ国際空港第2旅客ターミナルビル新築工事 御影石 内部　床 シミ抜き 材料販売

（仮称）エスエムプラザ市谷本村 タイル　 外部　壁 コート 600㎡

プレイスキャピタルアネックス新築工事 御影石・ライムストーン 内・外部　床・壁 洗浄・補修 1式

レストヴィラ堀之内大規模改修工事 タイル 外部　壁 洗浄 1200㎡

千葉トヨペット タイル・御影石 内・外部　床 洗浄 500㎡

グランドメゾン三軒茶屋の杜 大理石 内部　床 研磨+コート 5戸

愛宕フォレストタワー2505号室 人造大理石 内部　洗面台 張替 １式



3

年　月 物　　　件　　　名 素　材 場　所　　 内　容 数　量

H26.10 ノイバイ国際空港第2旅客ターミナルビル新築工事 御影石 内部　床 シミ抜き 500㎡

広尾ガーデンフォレストG棟406号室 大理石 内部　床 シミ抜き・研磨 1式

シティタワー高輪2107号室 大理石 内部　洗面台 シミ抜き・研磨 1式

グランドヒルズ成城 御影石 内部　床 洗浄・シミ抜き+コート 2基

北本市庁舎 タイル 内部　床 洗浄 800㎡

BMW目黒店 タイル 内部　床 補修 1式

㈱T＆K　TOKA総合研究棟新築工事 タイル　 外部　床 洗い 25㎡

（仮称）浦和ルーテル学院美園移転新築工事 タイル 内・外部　床 洗い 850㎡

Ｈ26.9 （仮称）ブランズ津田沼奏の杜計画新築工事 タイル 外部　壁 洗浄 2500㎡

バルビゾン73ビル 御影石 外部　床 洗浄・シミ抜き 60㎡

リブレットハウス 御影石・ライムストーン 外部　壁・床 洗浄・補修 1式

(仮称）サッポロ恵比寿ビル新築工事 御影石 外部　床 洗浄 800㎡

かんだやぶそば 御影石　 内・外部　床 シミ抜き+補修 1式

（仮称）日本橋堀留町2丁目マンション新築工事 大理石 内部　床 シミ抜き+洗浄 30室

広尾ガーデンフォレストＨ棟1103号室 大理石 洗面台 研磨 1式

プレイスキャピタル　アネックス棟 ライムストーン 外部　柱・壁 補修 1式

創価学会志木文化会館新築工事 タイル 外部　壁 洗浄　 1200㎡

三菱倉庫本社ビル 御影石 定礎石 色染め補修 1式

H26.8 吉川邸大規模修繕工事 御影石 外部　階段 洗浄・シミ抜き 20㎡

アウディ東名川崎 タイル 内部　床 洗浄+コート 650㎡

日本郵便大宮 御影石・タイル 内・外部　床 洗浄 600㎡

鎌倉　山中ビル 御影石 内部　壁・床 補修 1式

愛宕フォレストタワー2008号室 人造石 内部　カウンター シミ抜き・研磨 1式

警視庁術科センター改修工事 テラゾ 内部　壁 補修 1式

愛宕フォレストタワー1903号室 人造石 内部　カウンター シミ抜き・研磨 1式

（仮称）川崎重工業株式会社大島寮改修工事 タイル・御影石 内部　浴室 洗浄 100㎡

東京ミッドタウン　 御影石 内部　床 洗浄+コート 340㎡

東京ミッドタウン ライムストーン 外部　壁 洗浄・シミ抜き+コート 22㎡

H26.7 青山ザ・タワー 御影石 外部　柱 補修 1式

二子多摩川パークホームズビューパティオ 砂岩 外部　植栽廻り 洗浄・コート 2か所

ハウスＡ 大理石 内部　浴室 洗浄・シミ抜き・研磨・コート・張替 1式

豊洲キャナルタワー外構階段改修 御影石 外部　階段 洗浄・補修 320㎡

かんだやぶそば 御影石 内部　壁 補修 1式

横浜日野自動車株式会社　厚木支店外壁改修工事 タイル 外部　壁 洗浄 660㎡

H26.6 トミーリージェンシー 大理石 内部　壁 洗浄・研磨+コーティング 35㎡

番町パークハウス 御影石 外部　植栽廻り 洗浄 15ｍ

ハウスＢ 大理石 浴室・他 洗浄・研磨・シミ抜き・コート １式

サンゲツ東京店新社屋増築 御影石 内部　床 防滑処理 60㎡

赤坂6丁目計画新築工事 御影石・大理石 内・外部　床・壁 洗浄・研磨・補修 500㎡他

H26.5 広尾ガーデンヒルズＬ棟701号室 タイル 浴室　床 張替え・補修 1式

下落合2丁目プロジェクト新築工事 大谷石・玄昌石 浴室・壁　玄関・床 クリーニング+コート 15㎡

（仮称）港区西麻布4丁目計画新築工事 御影石・スレート 外部・壁　内部・床 クリーニング 450㎡

ウィルローズ市が尾 御影石 内部　壁 洗浄+シミ抜き＋コート 30㎡

山梨中央銀行八王子支店改修工事 御影石 外部　床 補修・ＪＰ仕上げ 10か所

ＡＧＳビル 御影石 外部　床 洗浄+目地補修・コート 60㎡

H26.4 虎ノ門ヒルズ　52Ｆチャペル 御影石 内部　床　 補修・コート 40㎡

環二・ホテル1Ｆ店舗内装工事 モルタル 内部　床 研ぎ出し+コート 154㎡

味の素グループ高輪研修センター表門移築工事 御影石 外部　床 シミ抜き+洗浄 35㎡

ルフォンリブレ世田谷松原 御影石 外・内部　壁 洗浄+補修 200㎡

登戸ヒルズガーデンコート ライムストーン 内部　壁 クリーニング+コート 50

Ｈ26.3 アロマシティ　蒲田 大理石 内部　床 防滑処理 10㎡

松亀センタービル 御影石 外部　床 洗浄+シミ抜き+コート 60㎡

三田ハウス レンガ・コンクリート 外部　壁 洗浄 300㎡

東急ドエルアルス鷺沼東 タイル・コンクリート 内・外部　床・壁 洗浄+防滑処理+落書き除去 60㎡

麹町クリスタルシティ西館1404号室 人造石 キッチンカウンター 研磨+シミ抜き 1式
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トラストコート立川改修工事 タイル 外部　壁 洗浄 1式

ひので斎場 御影石 外部　床 研磨 100ｍ

ホンダ小川町独身寮 スレート 内部　床 洗浄+シミ抜き 200㎡

京橋トラストビル（石工事分） 御影石 外部　床 シミ抜き 250ｍ

湯浅物産館改修・保存工事 タイル 外部　壁 洗浄 144㎡

H26.2 丸の内JPタワー 御影石 内部　床 シミ抜き 100ｍ

所沢リハビリテーションセンター病院 タイル 外部　壁 洗浄 1700㎡

斎久工業東関東支店ビル新築工事 御影石 内部　床 洗浄 35㎡

京橋トラストビル（石工事分） 御影石 内・外部　床 洗浄 1500㎡

愛宕フォレストタワー3009号 人造石 キッチンカウンター 研磨+シミ抜き 1式

芝園ハイツ 大理石 内部　床 研磨+シミ抜き 30㎡

広尾ハイツ 大理石・御影石 内・外部　床 研磨+洗浄 60㎡

銀座　松屋 大理石 内部　床 研磨 600㎡

ヴァンテアン神楽坂 タイル 外部　床 張替え ５㎡

Ｈ26.1 ラ・トゥール代官山 御影石 外部　床 洗浄・シミ抜き・コート 205㎡

広尾ガーデンフォレストA1002号室 大理石 内部　カウンター 洗浄・シミ抜き・研磨 5か所

向島１丁目計画新築工事 御影石・他 外部　床 洗浄 60㎡

日本海事検定協会新分析センター新築工事 大理石 内部　カウンター 補修 1式

シティタワーズ豊洲ザ・シンボル 大理石 内部　床 シミ抜き・研磨 1基

上原パークマンション202号 御影石　 内部　床・壁・他 洗浄・シミ抜き・コート 1室

グランドメゾン西麻布 御影石 内部　床 シミ抜き 1式

大創産業（仮称）千葉CDR新築工事 タイル 内・外部　床 洗浄 60㎡

Ｈ25.12 丸の内JPタワー 御影石 内部　床 シミ抜き 1基

深沢パークハウス 大理石 内部　床 洗浄・シミ抜き・補修・研磨・コート 15㎡

三田ハウス ライムストーン 外部　壁 洗浄・シミ抜き 171㎡

グランドメゾン東海岸南 タイル 外部　床 洗浄・コート 80㎡

浦和商工ビル別館新築工事 タイル 内部　床 洗浄 25㎡

ダイカンプラザスポーツメント大規模修繕工事 タイル 外部　壁 洗浄 2500㎡

一ノ関図書館新築工事 タイル 外部　壁 洗浄 200㎡

Ｈ25.11 村田邸外壁修繕工事 塗り壁 外部　壁 洗浄・コート 210㎡

メガサンエスビル改修工事 タイル 外部　壁 洗浄 300㎡

ガーデンフラッグシティ 御影石 外部　水景 洗浄・コート 20㎡

グランドメゾン茅ヶ崎東海岸 タイル 内部　床 洗浄・コート 60戸

Ｈ25.10 アパホテル宝町 大理石 内部　床 洗浄 50㎡

NTTドコモ川崎ビル 御影石 外部　床 洗浄・シミ抜き 30㎡

ラ・トゥール三田 大理石 内部　床 シミ抜き・研磨 1式

シティタワー豊洲ザ・シンボル 大理石 内部　カウンタ― ガラス交換工事 1式

高島屋　二子玉川店 御影石 外部　床 シミ抜き・補修 10か所

新橋エムエムスクエアービル 御影石 ＥＶ　床 洗浄・シミ抜き 1式

小石川パークタワー1705号室 大理石 内部　床 洗浄・補修 1式

（仮称）武蔵野中町三丁目集合住宅計画 タイル 外部　壁 洗浄 1800㎡

ベルサイユ改修工事 御影石 外部　壁 シミ抜き 180ｍ

H25.9 サンウッド中目黒フラッツ 大理石 内部　床 補修 2箇所

美鈴印刷紙工本社ビル 大理石 内部　床 洗浄・シミ抜き 2箇所

淡路町二丁目西部地区第一種市街地再開発 御影石 外部　床・壁 シミ抜き 20箇所

全日空殿町町計画２期新築工事 御影石 内・外部　床・壁 洗浄・シミ抜き・補修 900㎡

大手町1-6計画作業所 御影石 外部　床 洗浄・シミ抜き 2500㎡

北本市庁舎 タイル 内・外部　床 洗浄 250㎡

上尾中央総合病院 タイル 外部　壁 洗浄 270㎡

シティハウス世田谷桜丘 大理石 内部　カウンター 補修 1式

大山町の住宅改修工事 コンクリート 外部　壁 洗浄・コート 380㎡

ウィルレーナ東京入谷 大理石 内部　床 張替え 1式

グランド・ルー戸越銀座改修工事 タイル 外部　壁 修繕工事 1式

ガーデンフラッグシティ 御影石 外部　滝 洗浄 1式

H25.8 冨士機材八潮営業所新築工事 タイル 外部　壁 洗浄 900㎡
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東我孫子カントリークラブ新築工事 タイル 内・外部　壁 洗浄 820㎡

所沢霊園西新築工事 タイル 内部　床 洗浄 20㎡

キャノン三郷 御影石 内部　床 洗浄・シミ抜き 1式

広尾ピア柴田ビル改修工事 砂岩 外部　壁 洗浄・コート 120㎡

柿の木坂１丁目計画 大理石 内部　床 補修 1式

品川志匠会新築工事 ライムストーン 内部　床 製品塗布 10㎡

津田ビル改修工事 御影石 外部　壁 洗浄 35㎡

（仮称）三井住友銀行一番町ビル改修工事 御影石 内・外部　床 洗浄・シミ抜き 1式

銀座京橋アパホテル新築工事 御影石 内部　床 洗浄 100㎡

H25.7 東京聖栄大学7号館新築工事 御影石 外部・床 洗浄 100㎡

赤坂アンクレー 御影石 内・外部　床 防滑処理 1式

ガーデンフラッグシティ 塗り壁 外部　壁 洗浄 300㎡

グランドメゾン大倉山テラス タイル 外部　床 洗浄・コート 60戸

パシフィック・センチュリー・プレイス 御影石 内部　壁 洗浄・シミ抜き 200m

H25.6 雪印メグミルク 大理石 内部　床 コート・一部防滑処理 200㎡

坂口電熱秋葉原本社ビル立替計画 タイル 内部　床 洗浄 50㎡

ライオンズ大岡山 御影石・間知石 外部　壁 洗浄 250㎡

広尾ガーデンフォレスト 大理石 内部　窓台 シミ抜き 4個

愛宕フォレストタワー テラゾー 内部　カウンター シミ抜き・研磨 2箇所

銀座　北大路改修工事 塗り壁 外部　壁 コート 40㎡

平町一丁目 御影石 内部　床 洗浄 150㎡

ウィルローズ市が尾 御影石 内部　壁 洗浄・シミ抜き・コート 20㎡

H25.5 津田沼55PJ タイル 外部　壁 洗浄 2500㎡

日立ｵｰﾄﾓﾃｨﾌﾞｼｽﾃﾑ株式会社沢事業所設計管理棟新築工事 御影石 内部　床 洗浄 500㎡

築地７丁目ビル新築工事 御影石 外部　壁 シミ抜き 20㎡

パークマンション白金台カトル 大理石 内部　床 シミ抜き・研磨 3箇所

渋谷神山町計画 タイル 内・外部　壁・床 洗浄 150㎡

H25.4 コスモヒルズ津田沼　 大理石 玄関　床 シミ抜き・研磨 1箇所

豊島ヶ岡作業所 御影石 外部　床 洗浄 25㎡

パークスクエア成増　 大理石 内部　床 シミ抜き・研磨 1箇所

南池袋1丁目 御影石 内部　床 防滑処理 20m

淡路町二丁目西部地区第一種市街地再開発 御影石 外部　床 洗浄・シミ抜き・補修 2500㎡

諏訪2丁目 タイル 外部　壁 洗浄 4000㎡

（仮称）仲町白田ビル新築工事 御影石・タイル 内・外部　床 洗浄 500㎡

埼玉がんセンター新病院棟建設工事 タイル 外部　壁 洗浄 7000㎡

H25.3 （仮称）船橋北本町プロジェクト　共同住宅Ⅰ街区新築工事 御影石 外部　池 洗浄+コーティング 150㎡

ショーサン上尾ビル新築工事 タイル 内部　床 洗浄 1500㎡

東邦大学 タイル 内部　床 洗浄 50㎡

富士火災 タイル 外部　壁 洗浄 50㎡

大塚三丁計画 タイル 外部　壁 洗浄 2300㎡

津田沼55PJ タイル 外部　壁 洗浄 1500㎡

TAKANAWA the RESIDENCE 2007号室 大理石 カウンター 染み抜き・研磨 1式

養國寺増築工事 御影石 外部　床 洗浄+コーティング 10㎡

丸の内２丁目　JPタワー 御影石 内・外部　床 洗浄・染み抜き 100㎡

H25.2 国際新赤坂ビル西館 大理石 内部　壁 補修 3枚

渋谷教育学園幕張中高図書館棟新築工事 タイル 内部　床 洗浄 45㎡

（仮称）八丈町新庁舎及び集会施設建設工事 御影石・タイル 内・外部　床・壁 洗浄・補修 2000㎡

埼玉医大 御影石 外部　床 洗浄・染み抜き+コーティング 200㎡

神田駿河台4-6計画（石株分） 御影石 外部　床 洗浄 450㎡

H25.1 東京ツインパークスＬ4408号室 大理石 浴室　壁 研磨 10㎡

ファミールグランスイートＴＨＥ赤坂513号室 大理石 内部　床 染み抜き・研磨 1式

愛宕フォレストタワー　1804号室 大理石 キッチンカウンター 染み抜き・研磨 3ヶ所

歌舞伎座　吉兆 御影石 内部　床 洗浄 1式

淡路町二丁目西部地区第一種市街地開発工事 御影石 外部　床 補修・染み抜き・洗浄 2000㎡

広尾ガーデンヒルズＡ棟708号室 大理石 内部　床 染み抜き・研磨 1戸
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H24.12 グランドメゾン上麻生住戸内玄関 タイル 内部　玄関床 洗浄+コーティング 7戸

グランドメゾン茅ヶ崎東海岸住戸内玄関 タイル 内部　玄関床 洗浄+コーティング 14戸

グランドメゾン上麻生 タイル 内・外部　床 洗浄+コーティング １戸

グランドメゾン茅ヶ崎東海岸 スレート 内・外部　床 洗浄+コーティング 100㎡

シティハウス成城 御影石 外部　滝 洗浄+コーティング 1式

土志田邸改修工事 御影石 内・外部　床 洗浄+コート １式

第二江戸橋ビル給排水管改修工事 大理石 内部　床 染み抜き １式

祖師谷の住宅 大理石 内部　カウンター 染み抜き+研磨 8ヶ所

武蔵浦和駅第一街区第一種市街地再開発事業 タイル 外部　床・壁 洗浄 1000㎡

興和株式会社東京支店改修工事 大理石 内・外部　壁 洗浄・研磨+コーティング 75㎡

大崎電機工業新工場新築工事 御影石・タイル 内・外部　床 洗浄 70㎡

大崎ウェストシティタワーW705 御影石 洗面カウンター 染み抜き+研磨 1戸

横浜西共同ビル 御影石・タイル 内・外部　床 洗浄 250㎡

シェリエ厚木改修工事 大理石 内部　床・壁 補修・研磨 5箇所

ザイマックス溜池山王ビル 御影石 外部　床 洗浄 300㎡

H24.11 ヴェンテ・アン神楽坂 コンクリート 内部　壁 補修 1ヶ所

RBM東八重洲ビル　外壁面補修工事 御影石 外部　壁 補修 30ヶ所

ライオンズ・一条辻堂新築工事 タイル 外部　壁 洗浄 1500㎡

介護老人保健施設オネスティ南町田新築工事 タイル 外・内部　壁 洗浄 1400㎡

グランドヒルズ成城　104号室 御影石 キッチンカウンター 染み抜き・研磨 一箇所

H24.10 ヴァンテアン神楽坂 コンクリート 内部　天井 補修 1ヶ所

八王子駅ビル改修工事 タイル 内部　壁・床 洗浄 420㎡

（仮称）船橋北本町プロジェクト タイル 外部　壁 洗浄 1000㎡

ライオンズ・一条辻堂新築工事 タイル 外部　壁 洗浄 1500㎡

（仮称）ヒューリックレジデンス西大井新築工事 タイル 外部　壁 洗浄 300㎡

東駒形マンション新築工事 御影石 内・外部　床・壁 洗浄 60㎡

H24.9 中丸邸新築工事 コンクリート 外部　屋上 研ぎ出し 250㎡

広尾ガーデンフォレスト ライムストーン 内部　柱 補修 5ヶ所

東村山　小関医科社宅 御影石 外部　床 洗浄+コート 80㎡

日本橋高島屋　　店舗改修工事 大理石 内部　床 補修 ２ヶ所

パナホーム　幕張展示場 大理石 内部　壁　 染み抜き 4ヶ所

日本食研千葉工場第３期新粉体工場新築工事 タイル 内部　床 洗浄 60㎡

（仮称）船橋北本町プロジェクト タイル 外部　壁 洗浄 1000㎡

村瀬ビル改修工事 御影石・タイル 内・外部　床・階段 洗浄+防滑処理 160㎡

高坂カントリークラブ タイル 内・外部　壁 洗浄 800㎡

H24.8 調布霊園 御影石 外部　壁 洗浄+コート 49㎡

（仮称）船橋北本町プロジェクト タイル 外部　壁 洗浄 1000㎡

中川美術館 御影石 外部　床 染み抜き 2箇所

ビュレックス京橋 大理石 内部　床 染み抜き+研磨 3㎡

（仮称）エルシード元浅草新築工事 タイル 外部　壁 洗浄 2000㎡

銀座888ビル　店舗 御影石 内部　噴水 洗浄+コート 2箇所

H24.7 淑徳大学修繕工事 御影石 外部　床 洗浄 300㎡

拓殖大学 タイル 内部　床 洗浄 50㎡

金太郎ヒルズ90千葉新田町 タイル 外部　壁 洗浄 500㎡

大同工業本社改修工事 タイル 外部　壁 洗浄 700㎡

東中野駅 タイル 内・外部　床　壁 洗浄 800㎡

（仮称）港北菊名E区画マンション新築工事 タイル 外部　壁 洗浄 150㎡

エスエイチワンビル コンクリート 外部　階段 落書き落とし 2箇所

H24.6 東大泉1丁目計画 御影石 外部　床 洗浄+染み抜き+コート 100㎡

ヒューリック雷門ビル新築工事 御影石 内部　床 洗浄 50㎡

サニーステージ深大寺 御影石 浴室 洗浄+コート １式

原田邸 御影石 外部　壁 補修 １式

六本木一丁目南地区第一種市街地再開発事業 御影石 外部　壁 洗浄 100㎡

碑文谷の住宅 コンクリート 外部　床 洗浄 350㎡

ククラホテル改修工事 御影石 外部　床 洗浄+補修 2箇所
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松本邸 御影石 外部　床 染み抜き 2箇所

田代樣邸 大理石 内部　床・カウンター 染み抜き+研磨+コート 5箇所

（仮称）仲町白田ビル新築工事 御影石・タイル 内・外部　床 洗浄 250㎡

中幸町３丁目計画 大理石 内部　床・壁 補修・研磨 5箇所

H24.5 柿の木坂・田中邸新築工事 大理石 外部　壁 コート 45㎡

広尾ガーデンフォレスト 御影石 内部　床 補修 3枚

ラ・トゥール代官山 御影石 外部　床 洗浄+コート 250㎡

北大塚計画新築工事 御影石 内部　キッチン 補修 30戸

ボンベルタ成田改修工事 御影石 外部　壁 補修 15箇所

ザ・パークハウス上目黒ピアーズ新築工事 大理石 内部　床 補修 １戸

H24.4 （仮称）恵比寿南３マンション計画新築工事 御影石ピンコロ 外部　床 洗浄 100㎡

（仮称）エルシード築地新築工事 御影石 外部　壁 しみ抜き・洗浄・コート 200㎡

シティタワーズ豊洲ザ・ツイン 大理石 内部　床 研磨 3箇所

青海Q街区新築工事 大理石 内部　壁 補修・研磨 ２箇所

小手指D計画新築工事 タイル 外部　壁 洗浄 75㎡

レフィール千代田神保町 タイル 内部　壁 補修 10箇所

三晶ビル改修工事 大理石 内部　壁 洗浄 100㎡

H24.3 西浅草３丁目計画 御影石 内部　床 洗浄+しみ抜き 700㎡

虎ノ門NNビル 御影石 外部　床 洗浄 50㎡

川越医師会館等建設工事 御影石 内・外部　床 洗浄+コート 270㎡

ウィングルート川崎新築工事 タイル 外部　壁 クリーニング 1200㎡

北本市中核保育所新築工事 御影石 内・外部　床 洗浄+コート 30㎡

愛宕フレストタワー 人造大理石 内部　キッチン 研磨 2箇所

東京理科大学 コンクリート 外部　壁天板 研磨 1箇所

大森プロストシティ スレート 外部　床 石張替 5箇所

H24.2 ソリッドスクエア　川崎 御影石 外部　壁 洗浄+コート 85㎡

江戸川女子中・高等学校 大理石 内部　床 研磨+コート 220㎡

シティタワー豊洲ザ・シンボル 大理石 内部　カウンター しみ抜き 1式

横浜三井ビル新築工事 御影石 外部　床 クリーニング他 4000㎡

（仮称）ヒューリックレジデンス津田沼A棟新築工事 御影石 内・外部　壁 しみ抜き+クリーニング 80㎡

浦安駅乗降場ほか改良その他建築工事 テラゾータイル 内部　床 クリーニング 150㎡

（仮称）国際医療福祉大学三田病院新築工事 御影石 内部　床 研磨 50箇所

日本大学生産学部津田沼校舎工房棟（仮称）新築工事 御影石 内部　床 クリーニング 900㎡

内藤マンション新築工事 タイル 外部　床 クリーニング 270㎡

（仮称）マストライフ入谷新築工事 タイル 外部　壁 クリーニング 170㎡

高坂カントリークラブ　クラブハウス建替工事 大谷石 内部　浴室 洗浄 2個

H24.1 ビュレックス京橋 大理石 内部　床 研磨+コート 100㎡

高輪フラット 御影石 外部　床 しみ抜き ３箇所

永興マンションⅣ タイル 外部　壁 クリーニング 430㎡

麹町クリスタルシティ西館 人造大理石 内部　キッチン他 研磨 3箇所

愛宕フレストタワー 人造大理石 内部　キッチン 研磨 1箇所

松亀センタービル 御影石 外部　床 洗浄+しみ抜き+コート 30㎡

東中野駅 タイル 外部　床 クリーニング 150㎡

富士小山カントリー倶楽部 十和田石 内部　浴室 洗浄+コート 25㎡

H23.12 松亀センタービル 御影石 外部　床 洗浄+しみ抜き+コート 30㎡

望月邸改修工事 タイル 外部　壁 洗浄+コート 22㎡

筑波南１駐車場・財団ビル　トイレ改修工事 タイルほか 内部　床・壁 クリーニング 3個

ガーデン山団地 擬石 外部　すべり台 左官+研磨+コート １台

光永寺 御影石 外部　階段 クリーニング 45㎡

光明寺 御影石 外部　階段 クリーニング 25㎡

横浜YTUビル修繕工事 外壁 外部　壁 クリーニング １式

日本橋蛎殻町新築ビル タイル 外部　壁 クリーニング 300㎡


